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北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク（KNIT）兼 全国ダイバーシティネットワーク北海道ブロック 勉強会

研究環境における
ジェンダーダイバーシティ
講師にエルゼビア・ジャパン株式会社 カスタマー・コンサルタント 井上淳也さんをお招きします。

エルゼビア社より2020に公表された学術研究論文に関するジェンダー分析”The Researcher 

Journey Through a Gender Lens”の結果をご紹介いただきます。

研究への参加状況や業績、キャリアに関するジェンダー差について結果をご説明いただくとともに、

学術ジャーナル出版社であるエルゼビア社がジェンダーの課題に取り組む理由や具体例についても

お話しいただきます。　　※セミナーは日本語で行われます。

8/3（火）14:30-15:30
オンラインで開催します！

北海道大学及びKNIT連携機関※に所属する教職員・研究員等

Zoomを使用したオンラインセミナー

詳細・お申し込みはこちらから!

8/2（月）12:00

Promotion office of Research environment for Diversity
https://knit.synfoster.hokudai.ac.jp

-エルゼビアのレポートと取り組みからみる今後の可能性-

井上 淳也 エルゼビア・ジャパン株式会社
カスタマー・コンサルタント氏

※KNIT連携機関
　（室蘭工業大学、帯広畜産大学、北見工業大学、株式会社アミノアップ、日東電工株式会社）

https://bit.ly/3dOAE4T
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北海道ダイバーシティ
研究環境推進ネットワーク

ニュースレター 03VOL.

　北海道ダイバーシティ研究環境推進ネットワーク（KNIT）では、
2021年9月13日（月）～10月3日（日）の3週間に渡り「異分野
meetup2021」を開催いたしました。 
　３度目の開催となる今年は、ビジネスチャットアプリSlackを利
用したオンラインで開催しました。
　期間中は、KNIT 共同研究助成採択チームによる研究紹介や
交流会、4つ（言語・生命科学・材料・農業経済）の研究領域をピッ
クアップして語る研究サロン、各連携機関主催のダイバーシティ
に関連するセミナーや座談会を企画しました。
　オンライン会場への参加登録者は 65 名、研究サロンの延べ
参加者数は 67名、共同研究助成採択チームによる交流会には
延べ37名の研究者が参加しました。
　共同研究助成採択チーム交流会参加者からは、「普段関連の
ない分野の方々の研究テーマについて数多く聞くことができ、興
味深い時間を過ごせた」、「他の研究者の研究の進め方や悩みが
共有できた」等の声が寄せられました。

3度目となる異分野交流イベント、
異分野meetup 2021をオンラインで開催しました！

NEWS 1

2022年2月発行

異分野meetup2021セミナー・サロン開催一覧

Knit a network for diversity and 
inclusion toward innovation

科学技術人材育成費補助事業
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）

（令和元年度～令和6年度）

＜セミナー・イベント＞
9/13（月）室蘭工業大学主催セミナー　
 「教職員のためのダイバーシティセミナー2021」
講師：石井 クンツ氏（お茶の水女子大学 理事・副学長）

9/15（水）北見工業大学主催セミナー
 「ライフイベント期にある教員への支援制度の紹介」
北見工業大学ダイバーシティ推進室 室長 柴野 純一氏、副室長 川村 みどり氏

9/16（木）KNIT a Network! 研究者座談会 
「意外とやってる !?男性の家事、育児」
室蘭工業大学 ひと文化系領域  三村 竜之先生
北海道大学 大学院先端生命科学研究院  塚本 卓先生

帯広畜産大学主催：男女共同参画推進室セミナー（※動画配信）
 「パパからパパへのメッセージ～若手教員編・ベテラン教員編～」
帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター 福間 直希先生、グローバルアグ
ロメディシン研究センター 渡邉 謙一先生、農学情報基盤センター 斉藤 準先生、生命・
食料科    学研究部門 島田 謙一郎先生、生命・食料科学研究部門 花田 正明先生

9/27（月）・9/29（水） オンライン交流会
 「KNIT共同研究助成採択者交流会」
2021年度 KNIT共同研究助成採択者の皆さま

＜研究サロン＞
9/22（水）【研究分野：ライフサイエンス】
 「“つわり”は何故おこる？ 
　～行き当たりばったり研究人生のこれまでとこれから～」
北海道大学大学院獣医学研究院　矢野 ( 梨本 ) 沙織先生
北海道大学大学院医学研究院　木村 尚史先生（聞き手）

9/24（金）【研究分野：言語・コミュニケーション】
 「分かりやすい」コミュニケーションとは何か
　～自然会話と「やさしい日本語」
北海道大学高等教育推進機構 平田 未季 先生
室蘭工業大学ひと文化系領域 山路 奈保子 先生（聞き手）

9/24（金）【研究分野：材料】
 「”材料”と名前がつく研究領域のひろーーーい世界」
北見工業大学地球環境工学科 金 敬鎬 先生
室蘭工業大学大学院工学研究科 しくみ解明系領域 庭山聡美 先生

9/28（火）【研究分野：生産環境・社会経済農学】
 「私たちの”おいしい”を支えるもの。～食と制度と経済のマリアージュ～」
帯広畜産大学環境農学研究部門 窪田 さと子先生
帯広畜産大学畜産フィールド科学センター 川島 千帆先生（聞き手）

https://bit.ly/36gy0UR

異分野meetup2021
開催報告ページ

＜Web公開記事＞
「研究シーズ集取材記事」
KNIT 連携機関の 4大学（北海道大学、室蘭工業大学、帯広畜産大学、北
見工業大学）が編集している研究シーズ集紹介記事を作成し、KNIT Web
上で公開しています。ぜひご覧ください。　　https://bit.ly/3gMnJlb

   2021 年度も、KNIT 連携機関に所属する研究者や大学運営スタッフをゲス
トに迎え、計８回のオンライン配信で17名のロールモデルを紹介しました。
　今年は、多様なキャリアステップやライフスタイル、暮らしをテーマに、企業
研究者や男性研究者の家事・育児の話、海外での子育てや研究生活についてゲ
ストの経験を共有しました。

編集後記

KNITウェブサイト お問合せ
https://knit.synfoster.hokudai.ac.jp

   2021 年度も、KNIT 連携機関に所属する研究者や大学運営スタッフをゲス
トに迎え、計８回のオンライン配信で17名のロールモデルを紹介しました。
今年は 多様なキ リ プや イ タイ 暮らしを に 企業

KNIT a Network!ロールモデル紹介番組
多彩なゲストを迎え、計８回オンライン配信しました。

十分な感染対策を行った上で、ゲストにお
越しいただいた回もありました。

NEWS 2

テーマ　開催日

5/27 北海道大学大塚賞とは？大塚先生にインタビュー　

6/3 2020年度北海道大学大塚賞受賞者インタビュー

7/29 企業での研究生活といろいろキャリア
～北海道で研究開発する株式会社アミノアップ編～

8/26 企業での研究生活といろいろキャリア
～多様な拠点で事業を展開する日東電工株式会社編～

9/16 研究者座談会「意外とやってる！？男性の家事、育児」

10/21 海外で迎えるライフイベント
―海外で出産、子育て、家族で海外へ引越し。
住むところは日本だけではないのだ！！－

12/2 学んで働いてまた学ぶ。－社会に出てからの大学院進学－

KNIT事務局
（北海道大学 人材育成本部 ダイバーシティ研究環境推進室）
〒060-0812　札幌市北区北 12 条西 7 丁目
北海道大学中央キャンパス総合研究棟 1号館 1階
TEL 011-706-3625　Email: knit@synfoster.hokudai.ac.jp

ゲストの皆さんには主にオンラインで参
加いただきました。

２回にわたりお送りした、北海道大学
大塚賞スペシャルの様子。

開催報告はこちらからご覧いただけます。
　　　　　　　　https://bit.ly/3Bh6f9U

ニュースレターを作成することは、節目に活動を振り返る機会となり、改めて多くの方がKNITの活動に参加してくださっていることを
実感する機会でした。活動を通して編まれた人のつながりが、さらに拡大していくことを楽しみにしています。（スタッフF）2021年度
も様々なイベントがオンラインでの開催を余儀なくされましたが、今回ご紹介した異分野meetupやロールモデル紹介番組等を通し
て、オンライン上でたくさんの方と繋がることができました。ありがとうございました。（スタッフＫ）
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主催・お問合せ先
北海道大学人材育成本部　ダイバーシティ研究環境推進室
Email： reed@synfoster.hokudai.ac.jp　内線： 3625

北海道大学は
内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」
に賛同します

古河記念講堂
パープル
ライトアップ

 17:00～20:30

11/12
13

Fri.

Sat.

北海道大学　D&I キャンペーン

https://bit.ly/hudi6m
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2021年 7月 15日（木）
13:00~14:30
オンライン開催

女性の翼を折らない組織作りとは
九州大学 副学長・男女共同参画室 副室長

玉田　薫　主幹教授

データで読み解く
北海道大学のダイバーシティの現状とこれから

北海道大学 ダイバーシティ研究環境推進室 室長
矢野　理香　教授

2021 年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」事業
北海道大学 FD・SDセミナー　
2021 年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」事業
北海道大学 FD・SDセミナー　

参加登録はこちら↓

主催：獣医学研究院 FD委員会
共催：人材育成本部 ダイバーシティ研究環境推進室
対象：獣医学研究院・人獣共通感染症国際共同研究所　　　
　　　及び　全学の教職員
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水

水

を開催します

月

お昼ご飯を食べながら
オンラインで気軽に集まろう！

*欧米の大学や研究機関では、先生や学生がお昼ご飯を食べながら気軽にディスカッションBrown Bag Lunch Meeting
というものが行われています。自分の昼食を茶色の紙袋に入れて集まるところから、この名前がついたそうです。 

主催：北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 
共催：北海道大学人材育成本部ダイバーシティ研究環境推進室

使用言語：主に英語 （英語のサポートが有ります、必要な方は登録時お知らせください）
対象：一般・学生・研究者

日程

テーマ：「国際化」 

「国際化ってなに？」（参加型セミナー）

「いいねって世界共通じゃないの、ホント？」
（参加型セミナー） 
ゲスト：マズル　ミハウ助教

「The Power of Stories」（インタビュー） 
ゲスト：オーリ　リチャ講師

２２日のインタビューは後日翻訳をつけて登録した方に公開します

千葉大学国際未来教育基幹 
オーリ　リチャ講師 
博士（言語学） 
New Face of Japan代表

ゲスト スピーカー 

お問い合わせ：bbl.hokudai@gmail.com (北大・獣医　北沢泉)

水

水

を開催します

月

お昼ご飯を食べながら
オンラインで気軽に集

*欧米の大学や研究機関では、先生や学生がお昼ご飯を食べながら気軽にディスカッションBrown Ba
というものが行われています。自分の昼食を茶色の紙袋に入れて集まるところから、この名前がつい

程

テーマ：「国際化」 

「国際化ってなに？」（参加

「いいねって世界共通じゃないの
（参加型セミナー）
ゲスト：マズル　ミハウ助教

「The Power of Stories」

千葉大学国際未来教育基幹
オーリ　リチャ講師 
博士（言語学）
New Face of Japan代表

ゲスト スピーカー 

お申し込みはこちら！

 2021年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」事業

「 」

「 」

「 」

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
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情報セキュリティへの目覚め
　子どもの頃からパソコンでウェブサイ
トの閲覧や音楽を聴くことが好きだった
のですが、情報工学に進もうと決める
きっかけになった出来事が中高生の頃に
ありました。大手の教育出版会社の顧客
情報が流出したことがあり、私もその被
害に遭いました。このことで情報セキュ
リティの重要性に気づき、大学でこの分
野を学び、情報セキュリティの強化に貢
献したいと思うようになりました。室蘭
工業大学は、工学系分野の専門性が高い
イメージがありましたし、高校の先生や
家族のアドバイス等を受けて、本学の情
報電子工学系学科（2018年当時）に入学
しました。

女子学生が少ないがゆえの連帯感
　入学以前から、本学の女子学生の少な
さについて聞いてはいたのですが、入学
式で回りを見渡して、改めてその少なさ
に驚きました。グループワークなどの時
は私一人だけ女子ということが多く、気
後れすることもありました。ただ、女子
学生が少数であるがゆえに、女子同士の
連帯感があります。以前は新入生向けの
Girl’s Tea Party（女子学生のみで開催
される交流会）があったのですが、コロ
ナ禍の現在は、SNSを通じて新入生同士
コミュニケーションを取ったりしていま
す。

留学生の多い研究室
　私の所属する研究室は留学生が半数以
上を占めているという特徴があります。

そのため日本人学生と留学生との間での
コミュニケーションがなかなかうまくい
かないこともあります。日本語と英語の
両方を織り交ぜながら会話をしています
が、それでもうまく伝わらないときがあ
ります。そんな時はお菓子を交換するな
どして、お互いに打ち解けてきました。

卒業研究　頭一つ抜きん出るために
　世の中にIoTやクラウド系のサービス
が普及する中で、利用者側のプライバ
シーを守る為に、通信を監視するシステ
ムを作りたくて。今は人工知能（AI）を
活用したハッカーの侵入検知システムの
性能向上に関する研究をしています。具
体的には従来のAIによるハッカーの侵入
を検知するプログラムに加えて、AIが不
正と判断した根拠となる要因とともに示
す「説明可能なAI」という新しいAI技術
を用いています。「説明可能なAI」を用
いた研究自体は国内でも行われています
が、セキュリティ分野での運用は国内の
大学の研究では聞いたことがなく、参照
できる先行研究は海外で開発されたプロ
グラムばかりなので、今は英語で論文を
読んでいます。卒業研究テーマを選ぶと
したら、頭一つ抜きん出られるものがい
いですね。他の人が選ばないようなテー
マを突き詰めたいです。

忙しいけれども充実した
キャンパスライフ
　最近は、朝に大学構内でアルバイト、
午後は研究室で作業するコアタイム、夕
方またアルバイトをしています。学業に

アルバイトにと忙しいですが、規則正し
い健康的な生活を送っています。卒業後
は本学の大学院に進学することが決まり
ました。研究テーマが難しい分、 2年後
を見据えて計画を立てながら卒業研究に
取り組んでいます。情報セキュリティは
これから伸びていく分野だと思います。
IT業界はほかの産業と比べても移り変わ
りや競争は激しいですが、最先端を走れ
る分野なのでやりがいを感じています。

第14号　2021年11月

理工系というと男子が多いイメージかと思いますが、キラリと輝く
女子学生も沢山います！理工系大学に進学した理由や室蘭工業大学
で学んでいることなどについてインタビューした内容をご紹介しま
す。「理工系って面白そう！」、「私もやってみたい」と感じる中高
生が一人でも増えることを期待しています。

情報電子工学系学科
情報システム学コース 4年生
　　　沖 　綾華さん

  移り変わりや競争は激しいが、最先端を走れる分野なのでやりがいを感じる

インタビュー
女子学生

「家族から考える男女平等参画―男性の育児・家事と女性の就労に注目して―」

講　　師：石井クンツ昌子 氏（お茶の水女子大学 理事・副学長（国際交流・男女共同参画担当））
日　　時：令和 3年 9月13日（月）10:30～12:00
開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）
対　　象：全教職員、大学・研究機関の研究者、技術者及び職員、その他ダイバーシティに関心の

ある方

　今年度のダイバーシティセミナーはオンライン（Zoomウェビナー）での開催となり、お茶の水
女子大学 理事・副学長（国際交流・男女共同参画担当）の石井クンツ昌子 先生をお招きし、「家
族から考える男女平等参画―男性の育児・家事と女性の就労に注目して―」と題してご講演いただ
きました。
　前半ではコロナ下で顕在化した日本の男女共同参画の課題と男女の意識差について、後半では世
代間での男性の家庭内役割に対する認識の変化と日本の現状についてや父親の育児・家事参加がも
たらす効果などについて、長年の研究に基づく知見からお話いただきました。
　子育てする男性が特別視されず「育メン」という言葉でもてはやされることのない社会を目指すことや、ジェンダー平等参画推進の
重要性について理解を深めました。
　当日は学外の方も含めて計46名の参加があり、参加者からは、「自分はもう現役世代ではないけれど、今の世代やこれからの世代の
人たちの産休・育休に肯定的でいられる知識を得られた。」「男性の育児休業取得率があがらない、また取得しても日数が短いというの
は、どの大学も抱えている課題であり、多くの大学で事例を共有できるとよいと思った。」などの感想が寄せられました。

ダイバーシティ通信　第14号（2021年11月）
国立大学法人 室蘭工業大学　男女共同参画推進室 女性研究者支援ユニット（UFR）
〒050-8585 北海道室蘭市水元町27番 1 号　TEL：0143-46-5018 / FAX：0143-46-5032
E-mail：ufr@mmm.muroran-it.ac.jp　　URL：https://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/

本誌および本学の男女共同参画等についての
ご意見・ご要望をUFRまでぜひお寄せください。

本学の男女共同参画推進を応援してくださる個人・企業からのご寄付を受け付けております。
詳しい手続きは下記URLをご覧ください。
https://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/kifu.html　
ぜひご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

「アクセプトへの第一歩！英語論文執筆のA to Z
：英文校正のプロが具体的な注意点を解説」

講　 師：サザンクロス株式会社　Garry Heterick 代表、中西 綾子 氏
日　 時：令和 3年 7月 7日（水）～ 7月 8日（木）
　　　　【日本語での講義】 7月 7日（水）初級者向け 13:30～14:30 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中級者向け 15:00～16:30
　　　　【英語での講義】 7月 8日（木）Beginner 13:30～14:30 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Intermediate 15:00～16:30
開催方法：オンライン（Zoom）
対　　象：若手研究者、大学院生
共　　催：付属図書館

　附属図書館と共同で開催する、英語論文セミナー「アクセプトへの第一歩！英語論文執筆のA 
to Z：英文校正のプロが具体的な注意点を解説」を令和 3年 7月 7 日（水）～ 7月 8日（木）の 2日間オンラインにて開催しました。
サザンクロス株式会社代表の Garry Heterick 氏、同社の 中西 綾子 氏を講師にお招きし、英語論文を執筆する際のポイントや留意
点について英語及び日本語で解説していただきました。英語版と日本語版でそれぞれ初級者向け・中級者向けの計 4回のセミナーを行
い、両日で延べ81名が参加し、オンラインでの開催も好評のうちに終了することができました。

https://forms.gle/MNeYPWGvkfhEga7E8

■ 教職員のためのダイバーシティセミナー2021 ■

■ 付属図書館共催　英語論文セミナー ■
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2021年度 KNIT共同研究助成 概要

１．研究チーム構成

共同研究チーム（研究代表者１名、共同研究者１名以上）

KNIT 3

KNIT

KNIT

KNIT 1 2

1 KNIT , , , , , 
2

その他、KNIT共同実施機関の公募要項はこちらから

2．研究助成の額

100
20 4

申請金額について（補足）

100 20

180

申請者一人当たり

180

研究テーマ１つ当たり

100
1~4

20

180180

https://knit.synfoster.hokudai.ac.jp/article/1835
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   9/13 10/3～Mon Sun

2021

Online Free

異分野
meetup 
異分野
meetup 

- Toward innovation beyond boundaries -

<開催概要>

<お申し込み・詳細>

<お問い合わせ>

<コンテンツ>　　

Online

Online

WebContents
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meetup
2021

研究者座談会
KNIT a Network !

室蘭工業大学 大学院工学研究科 
ひと文化系領域 准教授

三村 竜之

2021年度テーマ ”MY LIFE”

意外とやってる！？
男性の家事、育児

Knit a Network! ロールモデル紹介番組とは、
研究に携わるいろいろな人の生活、いろいろな人の
人生から、キャリアや暮らしの参考になるTIPSを

提案するオンライン配信企画です。

9/16(Thu)
12:00-13:00

申込締切：9/16(Thu)10:00
お申込はこちらから→

https://bit.ly/3mQQuRI

北海道大学 大学院 
先端生命科学研究院 助教

塚本 卓 先生先生

これまで女性ゲストの人生や日常生活、経験についてお話を聞いて
きました。今回は、パートナー視点からの家事、育児、
研究との両立、そして人生についてお話を伺います。

　つわりは妊婦の約70-80％が経験し、吐き気・嘔吐・食欲不振・
唾液の増加・味覚嗅覚の変化といった様々な症状により、日常生
活や就業等に多大な影響を及ぼします。この現象をご自身、家
族、友人、同僚など、身近に経験した方であれば、その深刻さに
ついては疑いようがないと思いますが、意外なことにつわりの
原因は現在もはっきりとしていません。
　獣医である北海道大学 矢野沙織先生が、どのようにしてつわ
りの謎に迫るか、また何故つわりを研究テーマとして選ぶに至
ったか、このテーマにたどり着くまでの学生時代から現在までの
経緯も交え、ざっくばらんにお話しします。

※本イベントは、北海道大学COI『食と健康の達人』のご協力をいただ
いております。

9/22(WED)

14:30 - 15:30

こちらからお申込みください。
https://bit.ly/3tg48z2



43

北海道大学高等教育推進機構  平田 未季 先生
室蘭工業大学ひと文化系領域   山路 奈保子 先生

9/24(FRI)

14:30 - 15:30

　多文化共生が叫ばれる現在の日本では、共生の一手段として
「やさしい日本語」が注目を集めています。「やさしい日本語」は、
様々な言語を母語とする人たちへ、わかりやすい伝達のために
使用語彙や発話の構造に一定のルールを設けるものです。一方
、私たちが普段行っている自然会話の最大の特徴は、音声によっ
て短いターンを素早くやりとりすることであり、人の言語はこの
ようなやりとりに資する形に発達しています。
　研究サロンでは、自然会話の特徴と「やさしい日本語」を比較
しながら、改めて「分かりやすい」コミュニケーションとは何かと
いうことを考えます。

https://bit.ly/38Lf12p
こちらからお申込みください。

（聞き手）

　科学研究費助成事業（科研費）の区分を見ると、”材料”が
入っている区分が多くあることから（金属材料物性関連、ナノ
材料科学関連、高分子材料関連、有機機能材料関連など）、
様々な材料と、材料となるまでのプロセスや物性が研究され
ていることがわかります。　
　この研究サロンでは、新規な電子材料の研究を専門とさ
れている北見工業大学 金先生と、
有機材料の創製に欠かせない有機合成化学を専門にされて
いる室蘭工業大学 庭山先生の研究のお話を聞きながら、”
材料”に関わる研究領域で取り組んでいる社会課題や科学
課題を共有します。

9/24(FRI)

16:00 - 17:00

こちらからお申込みください。
https://bit.ly/3DU0eB8

　私たちの食べ物がどのように作られ、運ばれ、食卓に届く
かはおおよその想像がつきますが、今回は、”安心して”　”い
つでも”　食べられるために取り組まれていることの研究サ
ロンです。
  食べ物にまつわる研究サロンなので、ぜひおやつを持参し
てご参加ください。今手にとっているその食べ物が、安心して
味わうことができる背景をより実感できるかもしれません。

9/28(TUE)

14:30 - 15:30

こちらからお申込みください。
https://bit.ly/3l07lz0

（聞き手）
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2021年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」

Lecturer :
 Dr. Iris WIECZOREK 

  President, 
IRIS Science Management Inc.

IRIS科学・技術経営研究所

OnlinePIを目指す女性研究者のための

Leadership Development
Training Program
全4回シリーズ★すべてオンラインで開催！

Details & Registration
お申込はこちらから！

https://bit.ly/3zmjgg7

※単発での参加も可能ですが、できるだけ全ての回にご参加いただける事が望ましいです。※セミナーは英語で行われます。
※It is preferable to attend all of the sessions, although it is possible to attend only one session.※The seminar will be held in English.

Promotion office of Research environment for Diversity
https://knit.synfoster.hokudai.ac.jp

本セミナーは、リーダーシップと
研究マネジメント・スキルの実践的な知識を
学ぶ全4回のプログラムです。

This is a four-part seminar series
that provides practical knowledge on
leadership and research management skills.

定員/Capacity　８

２ Motivating
the Team

Effective Problem
/Conflict Solving３

1 Understanding
the Dynamics
of Diverse Teams

４ Delegating
& Supervising
Students

Sep/28/2021 (Tue)
16:00～17:30

Oct/19/2021 (Tue)
16:00～17:30

Nov/9/2021 (Tue)
16:00～17:30

Nov/30/2021 (Tue)
16:00～17:30
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E-mail: reed@synfoster.hokudai.ac.jp
https://reed.synfoster.hokudai.ac.jp/

上位職を目指す女性研究者のための

メンタリング・
シャドウイング研修
支援事業SP 2021年度

募集開始！

【学内メンターの場合】
・メンターリストの提供、リスト外のメンター候補者への趣旨説明等
・異なるキャンパスの学内メンターの場合、研修に必要な旅費（上限あり）
【学外メンターの場合】
・メンターへの謝金、研修に必要な旅費等（いずれも上限あり）

2021年6月1日（火）～2022年1月31日（月）まで

支援内容

研修可能期間

対象者
本学に所属する女性の助教・講師・准教授（特任教員でこれらの職層の者も含む）
（※希望するメンターが学内の研究者の場合、ポスドク等の研究員も対象となります）

2021年11月30日（火）

締切

��������	 

�����������	
�������	 ���
����������������

Recruitment
 for 

FY 2021
 is open!！

This program supports the “Mentoring and Job Shadowing Training” for female researchers 
who are highly motivated toward career advancement in academia.

Support content

【On-campus mentor】
Provide a list of mentors, explain the purpose of the project to potential mentors 
outside the list, etc.
Travel expenses for on-campus mentors from different campuses (up to a limit)
【Off-campus mentor】
Mentor's honorarium, travel expenses for training, etc. (both are subject to an upper limit)

Requirements and eligibility
Female assistant professors, lecturers, and associate professors 
(including specially appointed faculty members in these positions) belonging to the HU.
*If the desired mentor is an on-campus researcher, a postdoctoral researcher is also eligible.

Possible training period
 1st June 2021  to 31th January 2022

Deadline
30th November 2021

Details and application
https://bit.ly/3GH7Ace

Promotion office of Research environment for Diversity(Ree-D)

E-mail: reed@synfoster.hokudai.ac.jp
https://reed.synfoster.hokudai.ac.jp/
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ロールモデル座談会
＠Zoom

12:20-12:50

KNIT a Network !
研究者交流会 Online

第13回

2021.5.27(Thu)

詳細・お申し込みはこちらから↓

2021年度最初のロールモデル座談会は、”大塚賞スペシャル”と題して、全２回のプログラム

でお届けします。北海道大学では、男女共同参画事業において研究者を目指す優秀な女子学生

育成を目的として、“大塚賞”を2005年より実施しています。今回は、大塚賞の名前の由来で

もある本学名誉教授の大塚榮子先生へのインタビューを、新渡戸カレッジ教育研究部 特任准教授
繁富（栗林）香織先生とお届けします。北海道大学薬学部１期生として入学されてから研究者とし
て活躍され　ている今日までのお話、そして私たちへのメッセージを伺って参りました！

2020年度 大塚賞スペシャル 第1回 
★テーマ

繁富（栗林）香織先生

スタジオゲスト

https://bit.ly/3vN1aSH

インタビューゲスト

大塚 榮子先生

北海道大学 高等教育推進機構
新渡戸カレッジ教育研究部 
特任准教授

北海道大学 名誉教授
新渡戸カレッジフェロー
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ロールモデル座談会
＠Zoom

12:00-13:00

KNIT a Network !
研究者交流会 Online

第14回

2021.6.3(Thu)

詳細・お申し込みはこちらから↓

2021年度最初のロールモデル座談会は、”大塚賞スペシャル”と題して、全2回のプログラムで
お届けします。
２回目の６月３日は、２０２０年度大塚賞を受賞した皆様の中から、７名の方にお話を伺った
様子をお届けします。農学から獣医学までさまざまな分野で博士号を取得された皆様に、研究
テーマや、博士号取得後のキャリアについて伺って参りました。
先輩たちがどうしてその研究に関心を持ち、学び研究し、これからどのようにその経験を活か
していこうと考えているか。通常のロールモデル座談会３０分拡大版でお届けします。

「北海道大学大塚賞」について
北海道大学では、男女共同参画事業において研究者を目指す優秀な女子学生育成を目的として”大塚賞”を2005年より実施しています

2020年度 大塚賞スペシャル 第2回 
★テーマ

https://bit.ly/3ffsqTi

インタビューに協力いただいた受賞者のみなさま　※所属は卒業当時の情報です

農学院

菊池 麻子さん
水産科学院

生命科学院

獣医学院 医学院

保健科学院

笹森 瞳さん大谷 祐紀さん 閻 乃筝さん

石原 すみれさん 蘇 雅さん
環境科学院

難波 瑞穂さん

ロールモデル紹介番組
KNIT a Network !

株式会社アミノアップ 
研究部　生物化学研究室　研究員

高橋 麻起子さん

大角 有里沙さん

2021年度テーマ MY LIFE

企業での研究生活と
いろいろキャリア

-北海道で研究開発する株式会社アミノアップ編-

Knit a Network! ロールモデル紹介番組とは、研究に携わるい
ろいろな人の生活、いろいろな人の人生から、キャリアや暮ら
しの参考になるTIPSを提案するオンライン配信企画です。

7/29(Thu)
12:20-12:50

申込締切：７/29(Thu)10:00
お申込はこちらから→

https://bit.ly/3xt00wR



57

ロールモデル紹介番組
KNIT a Network !

日東電工株式会社 
全社技術部門核酸医薬開発本部
企画部企画グループ　課長

松縄 彩子さん

2021年度テーマ MY LIFE

企業での研究生活と
いろいろキャリア

-多様な拠点で事業を展開する日東電工株式会社編-

Knit a Network! ロールモデル紹介番組とは、
研究に携わるいろいろな人の生活、いろいろな人の
人生から、キャリアや暮らしの参考になるTIPSを
提案するオンライン配信企画です。

8/26(Thu)
12:20-12:50

申込締切：8/26(Thu)10:00
お申込はこちらから→

https://bit.ly/3jeoLqZ

研究者座談会
KNIT a Network !

室蘭工業大学 大学院工学研究科 
ひと文化系領域 准教授

三村 竜之

2021年度テーマ ”MY LIFE”

意外とやってる！？
男性の家事、育児

Knit a Network! ロールモデル紹介番組とは、
研究に携わるいろいろな人の生活、いろいろな人の
人生から、キャリアや暮らしの参考になるTIPSを

提案するオンライン配信企画です。

9/16(Thu)
12:00-13:00

申込締切：9/16(Thu)10:00
お申込はこちらから→

https://bit.ly/3mQQuRI

北海道大学 大学院 
先端生命科学研究院 助教

塚本 卓 先生先生

これまで女性ゲストの人生や日常生活、経験についてお話を聞いて
きました。今回は、パートナー視点からの家事、育児、
研究との両立、そして人生についてお話を伺います。
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ロールモデル紹介番組KNIT a Network !
2021年度テーマ ”MY LIFE”

海外で迎える
ライフイベント
海外で迎える
ライフイベント

10/21(Thu)
12:10-12:55

北海道大学 大学院
農学研究院 准教授

加藤 知道

北海道大学 大学院
医学研究院 講師

小林(仁尾) 純子先生先生

留学や研究滞在で海外へ行くチャンスと自分のプライベートや
パートナーとの将来を考える時期が重なることもあるかもしれません。
その時どうする？今回は、家族での海外留学やライフイベントの

経験についてお話を伺います。

-海外で出産、子育て、家族で海外へ引越し。
住むところは日本だけではないのだ!!-

ゲスト

Knit a Network! ロールモデル紹介番組とは、
研究に携わるいろいろな人の生活、いろいろな人の
人生から、キャリアや暮らしの参考になるTIPSを
提案するオンライン配信企画です。

申込締切：10/21(Thu)10:00
お申込はこちらから→

https://bit.ly/3D6bedi

研究者たちが経験してきたこと、
考えていることを北大Ree-D WEB
サイトでもInterviewで公開中！

←ここから
　アクセス

https://bit.ly/3l7IgUg

ロールモデル紹介番組KNIT a Network !
2021年度テーマ ”MY LIFE”

12/2(Thu)
12:15-12:55

北海道大学 環境健康科学研究教育センター　特任講師

アイツバマイ ゆふ 先生

暮らしの中で色々な希望や選択肢の中から一つ選ぶとき＝分岐点は誰にでもあると思います。
今回はその中の”学ぶタイミング ”に焦点をあてます。

大学を卒業して働き、その後大学院へ進学した先生をゲストにお迎えして、
大学院へ進学するまでのことや今の研究を専門とするまでのいきさつなど、

学びの分岐点についてお話を伺います。

ゲスト

Knit a Network! ロールモデル紹介番組とは、
研究に携わるいろいろな人の生活、いろいろな人の人生から、キャリアや暮らしの参考になるTIPSを提案するオンライン配信企画です。

申込締切：12/2(Thu)10:00
お申込はこちらから→

https://bit.ly/3ny5Dr2

研究者たちが経験してきたこと、
考えていることを北大Ree-D WEB
サイトでもInterviewで公開中！

←ここから
　アクセス

https://bit.ly/3l7IgUg

学んで働いてまた学ぶ。
ー社会に出てからの大学院進学ー
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E-mail soumu06@desk.kitami-it.ac.jp
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9：00 13：30開催時間

※上記での申込が難しい場合は、下記問合せ先にご連絡ください。　※上履きは必要ありません。
※新型コロナウイルス感染状況や申込状況によっては中止、または日程等を変更する場合がございますので、ご了承ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日および受付の際に体調不良および37.5℃以上の発熱があった場合は参加をお断りさせていただきます。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

TIME SCHEDULE

までに申込ください。7/15［木］下記サイトから、

●体験学習は全31テーマ（各日22テーマ）
用意しています。

●特別企画は、1つだけでなく3つ全てに参加
することが可能です。

●入試制度や北見での生活について疑問に
思っていることは、個別相談で受け付けます。

9:00
9:30

10:00

10:15

11:00

12:30
13:30

オープンキャンパスの申込はコチラ
7/5［月］から受付を開始する予定です。

https://goose.office.kitami-it.ac.jp/

北見工業大学 オープンキャンパス

OPEN CAMPUS 2021

https://www.kitami-it.ac.jp/
総務課戦略広報担当 
〒090 -8507 北見市公園町165番地

◎問合せ先

Tel 0157-26-9116

体験学習、自由見学

特別企画
①リケジョの輪
②個別相談
③学内見学ツアー

全体移動

大学概要説明 等

受付

学食ランチ 無料※希望者のみ

第1回

731
土

第3回

821
土

第4回

828
土

第2回

8 1
日

各回100名限定

ここにしかない、科学に触れる日。

今年度は4回開催します
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Knit a netowrk
for diversity and inclusion toward innovation





Knit a network
for diversity and inclusion toward innovation
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